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会員卓話 SPEECH
「厄 の 話」
飯野八幡宮 代表役員 宮司
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まず、８月 20 日、広島県で１
時間に 120㎜という大雨で土砂災
害が起こり、多数の方がお亡くな
りになったことに対し、ご冥福を
お祈りするとともに、被災された
方にお見舞い申し上げます。
日本列島が最近おかしくなってきています。世界
的な異常気象です。そのようなことを踏まえながら、
今日は厄についてお話をしたいと思います。
「厄（やく）
」は「まが」とも言います。やくどし、
まがどしとかまがごとなどと使われます。広辞苑に
よりますと「厄」の意味は、１番目に苦しみとか災
い、災難という意味になっています。２番目が、
「厄
年のこと」です。
厄年、厄払いというものは平安時代から行われて
います。歴史のある行事で、我々の先人も厄年にな
ると厄払いをしていたようです。厄年は、数え年で、
男 性 は 25 歳、42 歳、61 歳、 女 性 は 19 歳、33 歳、
37 歳、特に男性の 42 歳、女性の 33 歳は大厄とい
われ、行事や災難に会う確率が高いといわれていま
す。災い・災難というものは、目に見えないもので、
ある日突然やってきますが、厄年は、年が決まって
いますので、その年は十分に警戒して過ごすのが良
いということです。厄年の前後１年間も、前厄、後
厄といわれ、前兆期、薄らぐ年として、本厄も含め
て３年間が厄と呼ばれます。
数え年は、今はあまり使われませんが、生まれた
時が１歳。お正月が来ると全員が一緒に１つ年を取
るということになっています。今の満年齢では生まれ
たときは０歳と表現しますが、私は、数え年の、生
まれた時から１歳として数えるほうが人間的かなと
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思います。お正月のお年玉は、
年徳神（としとくじん）
という神様がお正月様として来るのですが、その神
様が皆に１つずつ年を与えていく、それがお年玉で
す。だから、
皆が等しくお正月に１つ年を取るのです。
明治になって、新暦が導入されても、人々はなかな
か数え年から満年齢に変えられませんでした。今の
ように満年齢が普及したのは、戦後 GHQ が、
「国民
全員が１月１日に年を取るのは全体主義だ」として、
それぞれの誕生日に年を取る満年齢を強く推進した
のが原因です。今も、お年玉の習慣はありますが、
お年玉をお子さん、お孫さんにあげる時に、お正月様、
お年玉の意味を教えてあげることで、ただお金がも
らえるのではなく、一つ年をもらえるのだという意
味が分かって良いのではないかと思います。
最近また、厄払いをする人が増えてきています。
このところ、災害、災難も多いので、せめて時期の
分かっている厄年だけでも、気をつけようという方
が多いのではないかと思います。厄年は決まった出
典があるわけではないので、迷信といわれることも
あるのですが、19 歳、25 歳は子供から青春期に入
るとき、33 歳、42 歳は中高年になって責任つまり
「役」が増える時期で、仕事や出産・子育てなど多
忙な時期であり、不慮の事故やけが、病気になりや
すい時期だといわれています。この時期に災厄を意
識するとしないとでは違いがあるのではないかと思
います。厄を意識して、身を慎んだ行動をしたり、
厄払いをして気持ちをすっきりさせたりするだけで
も違いが現れると思います。
61 歳は還暦になります。還暦は十干十二支の暦
に関係しています。十干と十二支の組み合わせが
ちょうど 60 年で一回りする、「暦が還る」で還暦だ
ということです。古文書などを見ると何年何月では
なく甲子（きのえね）の年などという表現をして年
を表しています。61 歳からは厄年のほかに賀寿と
いうものがあります。年祝いです。還暦を厄年とす
るところもありますが、61 歳からは賀寿のお祝い
になります。61 歳が還暦。70 歳が古稀。77 歳が喜寿。
80 歳が傘寿。88 歳が米寿。90 歳が卒寿。99 歳が白
寿です。最近は長寿ですので、古稀はまだ早い。喜
寿からが本当のお祝いじゃないかと思います。

「ロータリーに輝きを」
LIGHT UP ROTARY

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ 森直前会長の報告

◆司会：坂本幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（勝田博志会員）
〕
勝田博志会員

2840 地区（群馬県）の地区大会に前社会奉仕委員
長の伊藤盛敏さんと出席してきました。その席上で
チャイルドハウスふくまる、松村総合病院からの感
謝状を贈呈しました。

◆会長挨拶ならびに報告

◆スマイルボックス委員会

中国四国地方の水害にお見舞い申
し上げます。
七夕も過ぎ、お盆も終わり、帰省
ラッシュも一段落したところです
が、東京を除いて８月 15 日がお盆
であります。本来のお盆は太陰暦
（旧暦）の７月 15 日が一般で、太陽暦になっても７
月 15 日を継承したのですが、飾り物の手に入れ方、
または旧暦では企業の休暇が取りにくい、学校の休
みとの日程が合わないなどの理由で８月 15 日のお
盆が一般的になったようです。もともとお盆と正月
は日本人にとっても重要な年中行事ですが、仏教が
入る前から夏に祖先の霊を祭ることが行われていた
といわれています。それが仏教と結びついて、お正
月は生きているひと、お盆は亡くなった先祖を主体
とする行事になりました。
10 代さかのぼるとご先祖様は 2,046 人になりま
す。20 代では 2,097,150 人になります。１代が約 20
年から 25 年としますと、20 代前は 400 ～ 500 年前、
関ヶ原の合戦前後になります。その頃から考えても
200 万人の先祖のおかげで今、自分が生きていると
いうことを、お盆の時期には感じ、感謝しています。

（松﨑倫久委員長）♥鈴木東雄さん（誕生
【８月７日分】
祝ありがとうございます。有賀さん卓話よろしく）♥吉
田仁平さん（暑い！暑い！（タッタ！タッタ！）どこの国
の言葉か忘れました）♥八幡恭朗さん（有賀さん卓話よ
ろしくお願いします）♥山﨑慶一さん（有賀さん卓話た
のしみにしています）♥松﨑倫久さん（有賀会員の卓話
よろしくお願いします。暑中お見舞）♥森雄治さん（有
賀さん卓話よろしくお願いします。楽しみにしていま
す）♥関口武司さん（有賀さん、卓話宜しくお願いしま
す）♥志賀弘昌さん（有賀くん卓話よろしく）♥坂本佳
友さん（有賀行秀委員長、卓話たのしみにしておりま
す）♥山崎洋次さん（有賀さん卓話よろしくお願いいた
します）♥佐々木芳弘さん（有賀さん卓話よろしくお願
いします）♥鈴木弘康さん（誕生祝ありがとうございま
す）♥有賀行秀さん（一橋大学国際交流サークルの事
業に協力頂きました青少年奉仕委員会、国際奉仕委員
会の皆様ありがとうございます（本日卓話です。よろし
以上、13 件
くお願いします））

◆幹 事 報 告
⃝いわき平東 RC より会報が届きました。
⃝郡山 RC より会報が届きました。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（志賀弘昌委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

８月 21 日

52 名

32 名

―

◆ ロータリー財団委員会（森


雄治委員長）

鈴木東雄さん、越智正典さん、飯野光世さん。
以上、３件

◆ 米山記念奨学会委員会（山野辺倉平委員長）
鈴木東雄さん、松﨑倫久さん、伊藤盛敏さん、飯
野光世さん、吉田義尚さん、関口武司さん、越智正
典さん、佐々木芳弘さん。
以上、８件
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（片平正夫会員）♥鈴木東雄さん（飯野
【８月 21 日分】
さん卓話よろしく）♥飯野光世さん（卓話させて頂き
ます。よろしくお願いします）♥黒須幸雄さん（飯野さ
ん卓話よろしくお願いします。又、来週は伊藤さんよろ
しく）♥志賀弘昌さん（飯野さん卓話よろしく）♥松
﨑倫久さん（飯野さん卓話よろしく）♥山野辺倉平さ
ん（飯野さん卓話楽しみにしております）♥八幡恭朗
さん（飯野さん卓話楽しみにしています。よろしくお願
いします）♥勝田博志さん（飯野さん、卓話よろしく
お願いします）♥山崎洋次さん（飯野さん卓話よろし
くお願いいたします）♥松﨑勉さん（飯野さん卓話よ
ろしくお願いします。早退します）♥佐々木芳弘さん
（飯
野さん卓話宜しく。早退します）♥三瓶和秀さん（飯
野さん 卓話をよろしくお願いします。仙台で診察を
うけてきました。一年間は、なんとか大丈夫そうです）
♥佐藤淳さん（今日は会場が狭く申し訳ありません）
以上、13 件


★本日の例会案内 ８月28日（木）PM12：30～
会員卓話 伊藤盛敏会員
お食事メニュー＝うな重
★次回の例会案内 ９月４日（木）PM12：30～
青少年委員会担当卓話 新田俊彦委員長
お食事メニュー＝間八カマの塩焼き 刺身

安田信二

関口武司

八幡恭朗

